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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 54,592 △11.3 934 △57.9 169 △88.8 △851 ―
20年3月期 61,548 △0.3 2,217 △16.8 1,518 △19.2 661 △6.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △10.96 ― △8.7 0.3 1.7
20年3月期 8.52 ― 6.3 2.5 3.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △129百万円 20年3月期  8百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 54,096 9,078 16.8 116.91
20年3月期 57,368 10,520 18.3 135.42

（参考） 自己資本   21年3月期  9,078百万円 20年3月期  10,518百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △1,318 △1,015 1,692 2,278
20年3月期 3,374 △934 △3,763 2,928

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50 194 27.5 1.9
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

23,000 △15.5 100 △80.5 △100 ― △500 ― △6.44

通期 48,000 △12.1 800 △14.4 200 18.3 100 ― 1.29
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 77,780,000株 20年3月期 77,780,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  124,728株 20年3月期  104,397株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 38,588 △11.1 869 △41.4 353 △60.9 △718 ―
20年3月期 43,414 △1.7 1,483 △23.3 904 △28.0 287 △44.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △9.25 ―
20年3月期 3.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 40,194 8,795 21.9 113.26
20年3月期 42,076 10,035 23.9 129.20

（参考） 自己資本 21年3月期  8,795百万円 20年3月期  10,035百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、3ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

17,000 △12.6 200 △57.6 100 △62.6 △300 ― △3.87

通期 30,000 △22.3 700 △19.5 300 △15.0 200 ― 2.58
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１． 経営成績 

                    

（１）経営成績に関する分析 

１）当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、年度前半は原油価格の高騰による原燃料

コストの上昇、年度後半は米国に端を発した世界的な金融危機にともなう実体経済

の急激な収縮により企業収益は大幅に悪化し、個人消費も冷え込むなど極めて厳し

い状況で推移いたしました。 

当社グループの事業領域と関連の深い業界の動向として、建設業界に関しまして

は、このような景気の先行き不安感から非住宅および住宅着工戸数が落ち込み、ま

た電力・プラント・造船業界に関しましても年度後半は事業環境が急激に悪化して

まいりました。 

    

＜当期の連結業績＞ 

建設・建材事業の材料販売および工事売上の大幅な減少と工業製品・エンジニア

リング事業の材料販売および工事売上の減少があり、売上高は545億 9千 2百万円

(完成工事高247億 1千 1百万円を含む)と前期に比し11.3％の減収となりました。 

    経常利益につきましては、あらゆる部門におけるコスト削減を実施いたしました

が、売上高減少の影響により全ての事業分野で利益の減少があり、1 億 6 千 9 百万

円と前期に比し88.8％の減益となりました。 

      特別利益として、貸倒引当金戻入額等計 1億 3千 2百万円を計上し、特別損失と

して、減損損失等計11億 4千 3百万円を計上した結果、当期純損失は8億 5千 1百

万円となりました。  

 

  ＜その他の重要事項＞ 

   (石綿健康障害問題) 

        元従業員ならびに当社工場および過去に閉鎖した工場の周辺にお住まいの方々の

石綿健康障害につきましては、過去における当社の事業構造との関連が高いと判断

される場合には、社内規程に基づき補償金等の支払を行い特別損失として計上して

おり、今後とも同様に対応してまいります。 

     (建設アスベスト損害賠償請求訴訟) 

現在、当社を含めた建材メーカー46社と国を被告とする建設アスベスト損害賠償

請求訴訟が東京地裁および横浜地裁に提訴されておりますが、今後法廷の場におい

て当社としての主張を行う等適切に対処していく所存であります。 

(防耐火認定問題) 

既に情報開示しておりますが、当社が取得しております耐火間仕切壁構造（商品

名:どっちも耐火６０Ｅ）の大臣認定ＦＰ０６０ＮＰ－００２１が、耐火性能評価試

験において耐火構造の要求性能を満たさず平成２０年１１月４日に取り消しとなり
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ました。当該認定を使用した施工済物件は 156 件と推定され、当該認定書記載の仕

様どおりの施工が行われた物件につきましては国土交通省の指導のもと鋭意改修等

の対応をさせていただいております。今後とも継続して調査をしてまいりますが、

現時点で見込まれる補修費用を当連結会計年度におきまして特別損失として 4 億 2

千 6百万円計上しております。 

 

２）セグメント別の概況 

   ［建設・建材事業］ 

    (1) 材料販売 

       ①主力商品であります けい酸カルシウム板は昨秋からの景気後退の影響を受

け、また輸出の減少もあり販売数量が大幅に減少いたしました。波形スレー

トにつきましては需要の減少にともない販売数量が前期に比し大きく下回

りました。 

②耐火二層管はマンション需要が大幅に減少したことから工事計画の延期や

中止が相次ぎ、その結果販売数量は前期に比し大きく下回りました。 

      ③材料販売全体の売上高は 175 億 6 千万円と前期に比し 7.5%の減収となりま

した。  

(2) 工事関連 

   鉄骨耐火被覆工事は建設物件の減少や延期および競争激化により前期に比し

減少いたしました。建材工事についても建築着工件数の減少にともない完成

工事高は減少し、建設関連工事全体の売上高は前期に比し 17.1％減収の 93

億 9千 7百万円となりました。 

      この結果、建設・建材事業全体の売上高は前期に比し11.1％減少し、269億 5千

8百万円となりました。 

 

  ［工業製品・エンジニアリング事業］ 

(1) 材料販売 

     ①事業環境が急変する中にありましても拡販に努力いたしましたが、プラント

配管および機器向けけい酸カルシウム保温材の販売数量の減少ならびに船舶

部門における各種材料の販売数量の減少等の影響から売上高は減収となりま

した。 

②当期の材料販売売上高は85億9千万円と前期に比し9.5％の減収となりまし

た。 

(2) 工事関連 

   急激な景気悪化にともない環境関連工事の受注が大幅に減少したため完成工

事高は153億 1千 3百万円と前期に比し11.2％の減収となりました。 

この結果、材料販売および工事を合わせた工業製品・エンジニアリング事業全

体の売上高は前期に比し10.6％減収の239億 3百万円となりました。   
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  ［自動車関連事業］ 

      (1)主力商品でありますブレーキライニングは、国内の二輪車メーカーの引き続く

減産にともない国内販売数量は減少し輸出で補完をしてきましたが、一方世界

的な需要の減少により当社グループの海外生産拠点においても減産を余儀な

くされ、同商品の総量は前期に比し大幅に減少いたしました。 

         (2)シール材およびクラッチフェーシングについても自動車業界の生産数量の落

ち込みにより前期を下回りました。 

この結果、自動車関連事業の売上高は前期に比し17.0％減収の36億 7千 7百万

円となりました。 

 

  ［その他の事業］ 

   子会社の保険料収入等でありますが、売上高は5千 2百万円となりました。 

 

３）次期の見通し 

今後のわが国の経済環境は回復の兆しが見えないまま当面推移するものと見込ま

れ、当社グループの事業領域における関連企業の設備投資減退や在庫調整にともな

う大幅減産が予測されるなど、極めて厳しい状況が続くものと思われます。 

 

次期連結業績の見通しについては、売上高480億円、営業利益8億円、経常利益

2億円、純利益1億円を見込んでおります。 

     

当社単独の業績の見通しについては、売上高300億円、営業利益7億円、経常利

益3億円、純利益2億円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

1）資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、17 億 8 千 7 百万円減少し、259 億 3 千万

円となりました。これは完成工事未収入金は 4 億 8 千 6 百万円増加したものの受取手

形及び売掛金が6億 7千 8百万円、未成工事支出金が15億 5千 9百万円減少したこと

などによるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、14 億 8 千 4 百万円減少し、281 億 6 千 6

百万円となりました。これは有形固定資産が11億 7千 3百万円、投資有価証券が2億

7千 5百万円それぞれ減少したことなどによるものです。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、32億 7千 2百万円減少し、540億 9

千 6百万円となりました。 

(負債) 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、45 億 2 千 9 百万円減少し、257 億 6 千 8

百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が18億 2百万円、未払費用が5億
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2 千 5 百万円、未成工事受入金が 8 億 6 千 6 百万円および１年内償還予定の社債が 9

億円減少したことなどによるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、26 億 9 千 9 百万円増加し、192 億 4 千 9

百万円となりました。これは社債が5億円、長期借入金が19億 7千 5百万円それぞれ

増加したことなどによるものです。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて18億 3千万円減少し、450億 1千

7百万円となりました。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて、14億 4千 2百万円減少し、90億 7千 8百万

円となりました。これは利益剰余金が13億 9千 5百万円減少したことなどによるもの

です。 

 

2）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ

て6億 4千 9百万円減少し、22億 7千 8百万円になりました。 

 

      (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により使用された資金は13億 1千 8百万円となりました。これは税金等調

整前当期純損失8億 4千 1百万円、仕入債務の減少18億 2百万円、減価償却費14億 4

百万円などによるものです。     

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により支出した資金は10億 1千 5百万円になりました。これは有形固定資

産の取得による支出 7億 5千 4百万円と無形固定資産の取得による支出 2億 5千 2百

万円などによるものです。    

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により得られた資金は16億 9千 2百万円となりました。これは短期借入金

の増加23億 2千 2百万円と社債の発行による収入4億9千 4百万円に対し、社債の償

還による支出9億円などによるものです。 

 

  (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   

項    目 

平成19年 

3 月 期 

平成20年 

3 月 期 

平成21年 

3 月 期 

自己資本比率          (％) 16.7 18.3 16.8

時価ベースの自己資本比率    (％) 21.1 12.9 10.5

債務償還年数          (年) 5.6 6.0   -

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 6.1 5.6 -

(注)自己資本比率                    ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率        ：株式時価総額／総資産 
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債務償還年数                    ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

     ２.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算

出しております。 

     ３.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。 

４.営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業

活動によるキャッシュ・フローおよび利息の支払額を使用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

   (利益配分に関する基本方針) 

利益配分につきましては、健全な企業活動により利益の確保と拡大を目指し、その一

部を配当として株主の皆様に還元するとともに、他の一部を企業の発展や拡大に不可欠

な再投資のための内部留保に振り向けることが基本であり、また配当は継続的、安定的

に行うべきものであると考えております。 

このような考えのもとに、配当は業績の内容と安定性ならびに内部留保を考慮した配当

性向等を考えながら立案する方針であります。  

 

 (当期・次期の配当) 

当期の配当につきましては大幅な損失を計上する結果となったことから、誠に申し訳なく

存じますが無配とさせていただきます。 

また、次期の配当につきましては、業績および今後の見通しなどを勘案した結果、

誠に申し訳なく存じますが無配とさせていただく予定であります。 

 

（４）事業等のリスク 

   当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性がある主な事項は以下のとお

りであります。 

     なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グル

ープが判断したものであります。 

1)景気変動、経済情勢のリスク 

     当社グループの事業と関連の深い建設関連業界においては、長期的傾向としては住

宅、非住宅分野ともリフォーム市場の増加要素はあるものの、新築投資の減少と発注

価格の低下傾向が続くものと思われます。 

    工業用諸材料および保温保冷工事の分野においても、関連市場の景気動向により受

注および価格の両面において予断を許さない状況にあります。 

     また現在の経営環境に回復の兆しが当面見えない状況においては、当社グループの

業績や財政状態に影響を与える可能性があります。 
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  2)債権におけるリスク 

      当社グループは顧客に対し売掛金や受取手形等の債権を有しており、与信管理およ

び債権の保全には十分に注意しておりますが、顧客の経営状況が悪化した場合には債

権回収のリスクが顕在化する可能性があります。 

  3)製品の品質維持のリスク 

     当社グループが生産する製品につきましては、万全の品質管理体制のもとに品質・

性能の確保に努めておりますが、それらの製品に予期せぬ重大な欠陥が発生した場合

には、当社グループの評価に影響を与え、また業績や財政状態に影響を与える可能性

があります。 

  4)海外事業活動のリスク 

    当社グループはシンガポール、インドネシア等東南アジアにおいて事業を展開して

おりますが、これら海外での事業においては通常予期しない政治的混乱、急激な金融

情勢の変化、現地政府による突発的な法規制等のリスクが存在いたします。 

      このようなリスクが顕在化した場合には、当社グループの海外での活動に支障が生

じ、業績や財政状態に影響を与える可能性があります。 

  5)石綿問題に係るリスク 

     今後、石綿による健康障害に対する補償・支援費用の発生の他、損害賠償請求訴訟

の提訴により、当社グループの業績や財政状態に影響を与える場合があります。 

  6)災害に係るリスク 

     当社グループは生産拠点、営業拠点等複数の事業場を国内外に有しており、これら

の拠点のいずれかに地震等の災害が発生した場合には、その被害状況によっては当社

グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。 

  7)防耐火認定に関するリスク 

    当社が取得しております建材の防耐火認定に関し、改修の必要が生じた場合には、

その結果によっては業績に影響を与えるリスクが存在いたします。 

    8)その他のリスク 

    作業環境への配慮、法規制の改正・強化への対応、安全管理の徹底等には十分注意

をしておりますが、労働災害、不測の事故等により企業価値や業績に影響を与える可

能性があります。  

  

２．企業集団の状況 

   最近の有価証券報告書(平成20年 6月 30日提出)における「事業の内容」および「関 

係会社の状況」から重要な変更がないため、記載を省略しております。 

   当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

    (当社ホームページ) 

  http://www.aa-material.co.jp 
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３．経営方針 

（１）経営の基本方針 

    経営の基本方針につきましては、平成19年 3月期決算短信(平成19年 5月 18日開 

示)により開示を行った内容から重要な変更がないため、記載を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

   (当社ホームページ) 

   http://www.aa-material.co.jp 

 

（２）中長期的な経営戦略および対処すべき課題 

    当社グループは、平成２０年度を初年度とする３ヶ年の新たな中期経営計画

「BREAK-THROUGH PLAN」を策定し、諸施策を実施しておりますが、経済環境が悪化

していく中にあっても現況に即した対応を行い、目標の実現に向けて総力を挙げて

取り組む所存であります。 

事業別には、建設・建材事業におきましては、既に平成21年 1月 15日に情報開示

しておりますとおり、工事請負業を会社分割により新設したエーアンドエー工事株式会

社に承継することといたしました。これは、永年建材事業として培ってきた「施工技術」

および「施工力」を特化し、防音・遮音および防熱工事の領域にも進出する等、より高

い収益力の確保を目指すものであります。 

工業製品・エンジニアリング事業におきましては、材料販売は既存商品の一層の

拡販とともに、海外市場への積極的事業展開ならびに新規分野の開拓および新商品

の販売に注力し、収益基盤をより強固なものといたします。また、工事につきまし

ては環境関連設備工事の受注に注力してまいります。 

  上記の二事業をさらに強固な二本柱にするとともに、環境・省エネに関する診断、

コンサルティング、施工までの「環境エネルギー事業」を平成21年度より本格稼動

いたします。その内容といたしましては、産業廃棄物処理、保温廃材圧縮減容処理

およびリサイクル原料の取り出し、利用の推進を行ってまいります。 

     自動車関連事業につきましては、国内二輪車メーカーの海外生産への移行に対応

し、二輪車用ブレーキライニングの海外生産をさらに拡大する他、産業機械用ブレ

ーキやアルミダイキャスト品の海外生産を積極的に実施する等、事業構造の改革と

収益力の強化に取り組んでまいります。 

当社グループにおきましては、受注の確保および一定の収益を維持できる体制づ

くりを緊急の課題としており、コスト削減およびグループ各社の連携強化と経営資

源の集中を図ることで経営基盤をより強固なものにして、業績および企業価値の向

上に努める所存であります。 

研究開発につきましては、環境対策に配慮し市場および顧客のニーズに対応した

新商品ならびに新技術の開発を積極的に進めてまいります。 

企業価値を高め持続的な成長を図り、経営の健全性と透明性を確保するため、コ

ーポレートガバナンス体制の強化と内部統制システムの的確な運用に注力し、コン

プライアンスおよびリスク管理ならびに環境マネジメント等を徹底してまいります。 
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４. 連結財務諸表

　(１) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

資産の部

　 流動資産

　　　現金及び預金 2,981 2,307

　　　受取手形及び売掛金 8,716 8,038

　　　完成工事未収入金 3,514 4,001

　　　たな卸資産 5,037 -

　　　商品及び製品 - 4,556

　　　仕掛品 - 187

　　　原材料及び貯蔵品 - 507

　　　未成工事支出金 6,058 4,499

　　　その他 1,619 1,884

　　　貸倒引当金 △ 210 △ 51

　　　流動資産合計 27,717 25,930

　 固定資産

　　　有形固定資産

　　　　 建物及び構築物 8,747 8,651

　　　　 　 減価償却累計額 △ 6,371 △ 6,522

　　　　    建物及び構築物(純額) 2,375 2,128

　　　   機械装置及び運搬具 18,120 18,788

　　　　 　 減価償却累計額 △ 13,794 △ 14,438

　　　      機械装置及び運搬具(純額) 4,325 4,349

　　　   土地 19,576 19,122

　　　   リース資産 - 31

　　　　 　 減価償却累計額 - △ 3

　　　      リース資産(純額) - 28

　　　   建設仮勘定 513 40

　　　   その他 1,391 1,382

　　　　 　 減価償却累計額 △ 1,169 △ 1,212

　　　      その他(純額) 221 169

　　　   有形固定資産合計 27,013 25,839

　　　無形固定資産 575 665

　　　投資その他の資産

　　　   投資有価証券 1,231 955

　　　   長期貸付金 362 251

　　　   その他 649 693

　　　   貸倒引当金 △ 180 △ 238

　　　   投資その他の資産合計 2,062 1,661

　　　固定資産合計 29,650 28,166

　 資産合計 57,368 54,096
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(単位:百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

負債の部

　 流動負債

　　　支払手形及び買掛金 9,408 7,606

　　　短期借入金 11,511 11,776

　　　１年内償還予定の社債 900 -

　　　未払法人税等 667 148

　　　繰延税金負債 78 2

　　　賞与引当金 417 288

　　　完成工事補償引当金 31 11

　　　工事損失引当金 3 -

　　　未払費用 3,033 2,508

　　　未成工事受入金 3,582 2,716

　　　その他 662 709

　　　流動負債合計 30,297 25,768

　 固定負債

　　　社債 500 1,000

　　　長期借入金 7,212 9,188

　　　リース債務 - 39

　　　繰延税金負債 148 41

　　　再評価に係る繰延税金負債 4,764 4,764

　　　退職給付引当金 2,718 2,685

　　　役員退職慰労引当金 235 236

　　　耐火間仕切壁構造補修引当金 - 426

　　　その他 970 867

　　　固定負債合計 16,550 19,249

  負債合計 46,847 45,017

純資産の部

   株主資本

　　　資本金 3,889 3,889

　　　利益剰余金 6,036 4,640

　　　自己株式 △ 12 △ 14

　　　株主資本合計 9,913 8,515

   評価・換算差額等

　　　その他有価証券評価差額金 226 63

　　　繰延ヘッジ損益 △ 107 △ 320

　　　土地再評価差額金 484 835

　　　為替換算調整勘定 1 △ 15

　    評価・換算差額等合計 605 563

　 少数株主持分 2 -

　 純資産合計 10,520 9,078

負債純資産合計 57,368 54,096
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　(２) 連結損益計算書

(単位:百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成19年 4月  1日 (自　平成20年 4月  1日

  至  平成20年 3月31日)   至  平成21年 3月31日)

売上高

   商品製品売上高 32,915 29,828

   完成工事高 28,579 24,711

   その他営業収入 53 52

   売上高合計 61,548 54,592

売上原価

   商品製品売上原価 23,699 21,976

   完成工事原価 25,655 22,269

   その他営業支出 9 10

   売上原価合計 49,364 44,256

売上総利益 12,183 10,335

販売費及び一般管理費 9,966 9,401

営業利益 2,217 934

営業外収益

   受取利息 49 43

   受取配当金 18 22

   持分法による投資利益 8 -

   補助金収入 20 -

   その他 87 131

   営業外収益合計 184 198

営業外費用

   支払利息 605 539

   持分法による投資損失 - 129

   その他 278 294

   営業外費用合計 883 963

経常利益 1,518 169

特別利益

   固定資産売却益 84 -

   投資有価証券売却益 1 -

   出資金売却益 2 -

   営業権譲渡益 - 50

   貸倒引当金戻入額 45 82

   特別利益合計 134 132

特別損失

   固定資産除却損 115 24

   減損損失 189 475

   関係会社株式評価損 - 7

   投資有価証券評価損 - 20

   会員権売却損 - 2

   会員権評価損 - 2

   石綿健康障害補償金 58 182

   廃版たな卸資産評価損 68 -

   事業撤退損 - 1

   耐火間仕切壁構造補修引当金繰入額 - 426

   特別損失合計 431 1,143

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 1,221 △ 841

法人税、住民税及び事業税 602 110

過年度法人税等 - △ 99

法人税等調整額 △ 10 -

少数株主損失(△) △ 32 △0

当期純利益又は当期純損失(△) 661 △ 851
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 (３) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

  至 平成20年３月31日)   至 平成21年３月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 3,889 3,889

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 - -

　　当期末残高 3,889 3,889

　利益剰余金

　　前期末残高 5,552 6,036

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △ 194 △ 194

　　　当期純利益又は当期純損失(△) 661 △ 851

　　　土地再評価差額金の取崩 16 △ 350

　　　当期変動額合計 483 △ 1,395

　　当期末残高 6,036 4,640

　自己株式

　　前期末残高 △ 9 △ 12

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △ 2 △ 2

　　　当期変動額合計 △ 2 △ 2

　　当期末残高 △ 12 △ 14

　株主資本合計

　　前期末残高 9,432 9,913

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △ 194 △ 194

　　　当期純利益又は当期純損失(△) 661 △ 851

　　　自己株式の取得 △ 2 △ 2

　　　土地再評価差額金の取崩 16 △ 350

　　　当期変動額合計 481 △ 1,397

　　当期末残高 9,913 8,515
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評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 538 226

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 312 △ 162

　　　当期変動額合計 △ 312 △ 162

　　当期末残高 226 63

　繰延ヘッジ損益

　　前期末残高 83 △ 107

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 191 △ 212

　　　当期変動額合計 △ 191 △ 212

　　当期末残高 △ 107 △ 320

　土地再評価差額金

　　前期末残高 501 484

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 16 350

　　　当期変動額合計 △ 16 350

　　当期末残高 484 835

　為替換算調整勘定

　　前期末残高 2 1

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △0 △ 17

　　　当期変動額合計 △0 △ 17

　　当期末残高 1 △ 15

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 1,125 605

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 520 △ 42

　　　当期変動額合計 △ 520 △ 42

　　当期末残高 605 563

少数株主持分

　前期末残高 34 2

　当期変動額

　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 32 △ 2

　　当期変動額合計 △ 32 △ 2

　当期末残高 2 -

純資産合計

　前期末残高 10,592 10,520

　当期変動額

　　剰余金の配当 △ 194 △ 194

　　当期純利益又は当期純損失(△) 661 △ 851

　　自己株式の取得 △ 2 △ 2

　　土地再評価差額金の取崩 16 △ 350

　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 552 △ 44

　　当期変動額合計 △ 71 △ 1,442

　当期末残高 10,520 9,078
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　(４) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成19年 4月  1日 (自　平成20年 4月  1日

  至  平成20年 3月31日)   至  平成21年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 1,221 △ 841

   減価償却費 1,149 1,404

   貸倒引当金の増減額 (△は減少) △ 87 △ 97

   賞与引当金の増減額 (△は減少) △ 12 △ 129

   退職給付引当金の増減額 (△は減少) 233 △ 33

   役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) 37 0

   耐火間仕切壁構造補修引当金の増減額 (△は減少) - 426

   受取利息及び受取配当金 △ 68 △ 66

   支払利息 605 539

   持分法による投資損益 △ 8 129

   有形固定資産売却損益 △ 84 -

   有形固定資産除却損 113 26

   減損損失 189 475

   投資有価証券売却損益(△は益) △ 1 -

   投資有価証券評価損益(△は益) - 30

   石綿健康障害補償金 58 182

   売上債権の増減額 (△は増加) 2,447 123

   たな卸資産の増減額 (△は増加) 1,265 1,346

   その他の流動資産の増減額 (△は増加) △ 232 △ 472

   仕入債務の増減額 (△は減少) △ 523 △ 1,802

   その他の流動負債の増減額 (△は減少) △ 1,997 △ 1,493

   その他 △ 34 19

   小計 4,269 △ 232

   利息及び配当金の受取額 67 81

   利息の支払額 △ 604 △ 541

   法人税等の支払額 △ 188 △ 585

   法人税等の還付額 - 69

   石綿健康障害補償金の支払額 △ 171 △ 110

   営業活動によるキャッシュ・フロー 3,374 △ 1,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入支出 △ 65 △ 57

   定期預金の払戻収入 21 75

   有形固定資産の取得による支出 △ 1,086 △ 754

   有形固定資産の売却による収入 380 -

   無形固定資産の取得による支出 △ 109 △ 252

   投資有価証券の取得による支出 △ 41 △ 30

   投資有価証券の売却による収入 2 -

   貸付けによる支出 △ 174 △ 110

   貸付金の回収による収入 85 95

   その他 51 18

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 934 △ 1,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額 (△は減少) △ 2,200 2,322

   長期借入による収入 2,700 5,210

   長期借入金の返済による支出 △ 4,561 △ 5,291

   社債の発行による収入 494 494

   社債の償還による支出 - △ 900

   配当金の支払額 △ 194 △ 190

   その他 △ 2 48

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,763 1,692

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 5 △ 8

現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) △ 1,330 △ 649

現金及び現金同等物の期首残高 4,258 2,928

現金及び現金同等物の期末残高 2,928 2,278
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（５） 継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１　連結の範囲に関する事項

１３社

アスク・サンシンエンジニアリング㈱、㈱アスクテクニカ、朝日珪酸工業㈱、

㈱コウメン、㈱甲斐エンジニアリング、㈱アスクエージェンシー、浅野防火建材㈱、

関東浅野パイプ㈱、㈱エーアンドエー茨城､㈱エーアンドエー愛知､

㈱エーアンドエー大阪､㈱エーアンドエー名古屋、エーアンドエー工事㈱

なお、エーアンドエー工事㈱は新設分割により平成21年2月18日付で

子会社となったものであります。

アスクシンガポール、サトナスウタマ、アスク沖縄㈱、

アスクエンジニアリングマレーシア

  　（４）非連結子会社について

連結の範囲から除いた理由

上記非連結子会社はいずれも小規模会社であり、４社合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

（持分に見合う額）等の連結財務諸表に及ぼす影響が少ないため、連結の範囲から除外しております。

２　持分法の適用に関する事項

    （１）持分法を適用した非連結子会社数 ２社

会社等の名称 アスクシンガポール 、サトナスウタマ

    （２）持分法を適用した関連会社数 １社

会社等の名称 四国浅野スレート㈱

    （３）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

アスク沖縄㈱

持分法の範囲から除いた理由

  　（４）持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社

決算日が連結決算日と異なるアスクシンガポールおよびサトナスウタマ（決算日はともに12月31日）について

は、各社の事業年度にかかわる財務諸表を使用しております。

ただし連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

 かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

     （１）連結子会社の数

    （２）連結子会社の名称  

    （３）非連結子会社の名称

非連結子会社（２社）及び関連会社（３社）は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が少なく、
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４　会計処理基準に関する事項

 　（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

　 その他有価証券

    時価のあるもの

    時価のないもの 移動平均法による原価法

②デリバティブ 時価法

③たな卸資産

　商品・製品・仕掛品・原材料・貯蔵品 移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価

切下げの方法)

　未成工事支出金 個別法による原価法

　(会計方針の変更)

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号)

　を当連結会計年度から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価

　切下げの方法)に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

　 （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産 (リース資産を除く)

   連結財務諸表提出会社は主として定率法、連結子会社は主として定額法を採用しております。

   なお、主な耐用年数は建物及び構築物が７～４５年、機械装置及び運搬具が４～１２年であります。

　(追加情報)

 　法人税法の改正を契機とし、設備改造や更新など資産の利用状況を勘案した結果、当連結会計年度

　　より機械装置の耐用年数を変更しております。

　　この変更により、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の減価償却費は193百万円増加し、

　　営業利益、経常利益はそれぞれ193百万円減少し、税金等調整前当期純損失は同額増加して

　　おります。

②無形固定資産 (リース資産を除く)

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

  しております。

③リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

   なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、

   リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース

   取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　 （３）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

支払時に全額費用として処理しております。

なお、社債発行費は連結損益計算書上、営業外費用のその他に含めて表示しております。

連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、

全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均

法により算定）
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　 （４）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

②賞与引当金

③完成工事補償引当金

④工事損失引当金

⑤退職給付引当金

⑥役員退職慰労引当金

⑦耐火間仕切壁構造補修引当金

　耐火間仕切壁構造(商品名：どっちも耐火60Ｅ)の認定仕様により施工が行われた物件についての

　補修費用に備えるため、当該見込額を計上しております。

　（５）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段・・・金利スワップ、コモディティスワップ

  ヘッジ対象・・・借入金、原材料

③ヘッジ方針

④ヘッジの有効性評価の方法

　（６） その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

②連結納税制度の適用

  連結納税制度を適用しております。

  財務活動に係る金利変動リスクをヘッジする目的及び購入資材価格変動リスクをヘッジする目的でデリバ

  ティブ取引を行っております。なお、デリバティブ取引の相手先は、格付の高い金融機関に限定しております。

  ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、

  両者の変動額等を基礎にして判断しております。

　(１１年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１１年）による定額法により

　費用処理しております。

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

　当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異については、１５年による按分額を費用処理しております。

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

  請負に係る工事の引渡し後の補修サービスの費用の支出に備えるため、補修サ－ビス費用見込額を計上して

  おります。

　当連結会計年度末において見込まれる未引渡工事の損失発生に備えるため、当該見込額を計上して

　おります。

  債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

  債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

  従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を

  計上しております。

18



㈱エーアンドエーマテリアル (5391) 平成21年３月期決算短信

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

６　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な

 預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ケ月
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理基準に関する事項の変更)

リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日

改正)）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日(日本公認

会計士協会　会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として

計上しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。

なお、リース開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に

係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

これに伴う、リース資産計上額、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。

表示方法の変更

(連結貸借対照表)

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日　内閣府令

第50号)が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計

年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ、

4,362百万円、210百万円、464百万円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

（１）担保に供している資産 （１）担保に供している資産

 　　                    有形固定資産 15,539 百万円  　　                    有形固定資産 15,089 百万円

（２）保証債務 （２）保証債務

　非連結子会社の銀行借入金に対し、保証 　非連結子会社の銀行借入金に対し、保証

　を行っております。 　を行っております。

アスクシンガポール 226 百万円 アスクシンガポール 360 百万円

（３）受取手形割引高 109 百万円 （３）受取手形割引高 110 百万円

（４）土地再評価法の適用 （４）土地再評価法の適用

　連結財務諸表提出会社は土地の再評価に関する 　連結財務諸表提出会社は土地の再評価に関する

　法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び土地 　法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び土地

　の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成 　の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成

　13年3月31日公布法律第19号）に基づき、平成14年 　13年3月31日公布法律第19号）に基づき、平成14年

　3月31日に事業用土地の再評価を行っております。 　3月31日に事業用土地の再評価を行っております。

　なお、再評価差額については、土地の再評価に関す 　なお、再評価差額については、土地の再評価に関す

　る法律の一部を改正する法律（平成11年3月31日公布 　る法律の一部を改正する法律（平成11年3月31日公布

　法律第24号）に基づき、当該再評価差額に係る税金 　法律第24号）に基づき、当該再評価差額に係る税金

　相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の 　相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

　部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額 　部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

　金」として純資産の部に計上しております。 　金」として純資産の部に計上しております。

　　再評価の方法 　　再評価の方法

　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年 　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年

　　　3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定め 　　　3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定め

　　　る固定資産税評価額に合理的な調整を行う 　　　る固定資産税評価額に合理的な調整を行う

　　　方法により算出 　　　方法により算出

　　再評価を行った年月日     平成14年3月31日 　　再評価を行った年月日     平成14年3月31日

　　同法律第10条に定める再評価を行った土地の 　　同法律第10条に定める再評価を行った土地の

　　当連結会計年度末における時価と再評価後の 　　当連結会計年度末における時価と再評価後の

　　帳簿価額との差額　 　　帳簿価額との差額　

△ 757 百万円 △ 592 百万円

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成20年3月31日） （平成21年3月31日）
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（連結損益計算書関係）

（１）販売費及び一般管理費のうち主なもの （１）販売費及び一般管理費のうち主なもの

　　　運搬費 2,759 百万円 　　　運搬費 2,452 百万円

　　　給料及び賃金 2,002 百万円 　　　給料及び賃金 1,953 百万円

　　　賞与引当金繰入額 141 百万円 　　　賞与引当金繰入額 79 百万円

　　　退職給付費用 422 百万円 　　　退職給付費用 459 百万円

　　　役員退職慰労引当金繰入額 107 百万円 　　　役員退職慰労引当金繰入額 64 百万円

　　　賃借料 774 百万円 　　　賃借料 746 百万円

（２）一般管理費及び当期製造費用に （２）一般管理費及び当期製造費用に

　　　含まれる研究開発費 843 百万円 　　　含まれる研究開発費 786 百万円

（３）減損損失 （３）減損損失

  当連結会計年度において、以下の資産について   当連結会計年度において、以下の資産について

　減損損失を計上しております。 　減損損失を計上しております。

金額 金額

(百万円) (百万円)

56 255

132 198

189

475

（４）耐火間仕切壁構造補修引当金繰入額

　耐火間仕切壁構造(商品名：どっちも耐火60Ｅ)が、耐火

　性能評価試験において耐火構造の要求性能を満たさず

　平成20年11月4日に認定取り消しとなりました。

　当該認定書記載の仕様通りの施工が行われた物件に

　ついての補修費用に備えるため、見込額を計上しており

　ます。

種類

　しております。

　として取り扱うこととし、直近の路線価を基に減損処理を

　おこなったものであります。　より算定しております。

　のれんについては、収益性が低下したことにより減損処理　なお、石岡市の土地については、当連結会計年度に

　おいて売却しております。

　

　おります。

　

　をおこなったものであります。

　三原市の土地については、撤去費用を勘案した価額に

　減損損失として特別損失に計上いたしました。

　石岡事業所土地および水戸事業所土地については、　当該資産の回収可能価額は、正味売却価額及び売却

　近年の当該土地の利用状況や新中期経営計画における　価額により算定しており、正味売却価額は路線価を基に

　今後の利用見込から、当連結会計年度より遊休資産

　生み出す最小単位でグルーピングをおこなっております。　上記の資産は遊休資産となっていたものでありますが、

　遊休資産については、個々の資産単位をグループとして　当該資産の回収可能価額まで減額し、当該減少額を

　当社グループは、事業用資産については、事業所単位を

　資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを

　当社グループは、事業所単位を資産グループの基礎とし、

　独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグル

　ーピングをおこなっております。

広島県三原市 遊休地・遊休施設 土地、建物等撤去費用

(埼玉県熊谷市)

茨城県水戸市

関東浅野パイプ㈱

  至　平成20年3月31日)   至　平成21年3月31日)

茨城県石岡市 遊休地 土地 茨城県石岡市 遊休地 土地

場所 用途

計

(自　平成20年 4月1日

遊休地 土地

種類場所 用途

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成19年 4月1日

20
計

- のれん
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㈱エーアンドエーマテリアル (5391) 平成21年3月期決算短信

(連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

1.発行済株式に関する事項

2.自己株式に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 17,303株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

3.配当に関する事項

(1)配当金支払額

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

当連結会計年度（自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日）

1.発行済株式に関する事項

2.自己株式に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 20,331株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

3.配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成20年6月27日
普通株式 194 2.50

定時株主総会

決議 株式の種類
配当金の総額

効力発生日
(百万円) 配当額(円)

普通株式(株)

平成19年6月29日
定時株主総会

1株当たり

株式の種類
配当金の総額 1株当たり

基準日

平成20年3月31日 平成20年6月30日

104,397 20,331 - 124,728

普通株式(株) 77,780,000 - - 

決議

77,780,000

株式の種類

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少

前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

平成20年6月27日
普通株式 利益剰余金 194

定時株主総会

当連結会計年度末

基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)

2.50 平成20年6月30日平成20年3月31日

普通株式(株) 87,094 17,303 - 104,397

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少

普通株式(株) 77,780,000 - - 

増加 減少 当連結会計年度末

1株当たり

77,780,000

(百万円) 配当額(円)

2.50

基準日

平成19年3月31日

効力発生日

当連結会計年度末

株式の種類 前連結会計年度末

平成19年6月28日
普通株式 194
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㈱エーアンドエーマテリアル (5391) 平成21年3月期決算短信

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に 　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

　掲記されている科目の金額との関係 　掲記されている科目の金額との関係

　　　現金及び預金勘定 2,981 百万円 　　　現金及び預金勘定 2,307 百万円

　　　預入期間が３か月を 　　　預入期間が３か月を

　　　超える定期預金 　　　超える定期預金

　　　現金及び現金同等物 2,928 百万円 　　　現金及び現金同等物 2,278 百万円

 至　平成20年3月31日)  至　平成21年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年 4月1日 (自　平成20年 4月1日

  （平成20年3月31日）   （平成21年3月31日）

前連結会計年度

△ 53 △ 28百万円 百万円
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㈱エーアンドエーマテリアル (5391) 平成21年3月期決算短信

(セグメント情報)

（１）事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度(自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日)

建設・建材 工業製品・ 自動車 その他の 消去

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 計 又は 連結

事業 事業 関連事業 事業 全社

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

    売上高

    (1)外部顧客に

         対する売上高 30,320 26,741 4,433 53 61,548 - 61,548

    (2)セグメント間の

         内部売上高 123 60 407 199 790 (790) - 

         又は振替高

30,443 26,801 4,840 253 62,338 (790) 61,548

28,190 25,265 4,726 44 58,225 1,105 59,331

2,253 1,536 114 208 4,113 (1,896) 2,217

Ⅱ 資産、減価償却費

　   及び資本的支出

35,892 14,393 5,166 115 55,567 1,801 57,368

744 103 204 - 1,052 96 1,149

863 107 129 - 1,099 107 1,207

（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

      ２　各事業の主な製品及び工事内容

　　　 　(1)建設・建材事業・・・・・・・・・・・・ 不燃建築材料の製造、販売および工事の設計、施工

押出成形品の製造、販売および工事の設計、施工

耐火二層管の製造、販売

鉄骨耐火被覆工事の設計、施工

　　　   (2)工業製品・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業・・・ 不燃紡織品、工業用摩擦材・シール材、保温保冷断熱材、

船舶用資材、防音材、伸縮継手他各種工業用材料・機器の製造、販売

保温、保冷、空調、断熱、防音、耐火工事の設計、施工

　　　   (3)自動車関連事業・・・・・・・・・・・・ 自動車用を主とした摩擦材・シール材の製造、販売

　　　   (4) その他の事業・・・・・・・・・・・・・・ 保険代理業、その他

      ３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,843百万円であり

　　　　　連結財務諸表提出会社本社の総務部門等の管理部門に係わる費用であります。

      ４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社関係資産の金額は2,145百万円であり、

　　　　　その主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金）、長期投資資金(投資有価証券)

           及び管理部門に係わる資産等であります。

      ５　減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とそれらの償却額が含まれております。

　　　６　当連結会計年度から、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に

　　　　　基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、

　　　　　取得価額の５%相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上

　　　　　しております。

　　　　　この変更により、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は、建設・建材事業

　　　　　で65百万円、工業製品・エンジニアリング事業で14百万円および自動車関連事業で23百万円増加し、

　　　　　営業利益が同額減少しております。

　　減価償却費

　　資本的支出

　　営業費用

　　営業利益

　　資産

計
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㈱エーアンドエーマテリアル (5391) 平成21年3月期決算短信

　当連結会計年度(自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日)

建設・建材 工業製品・ 自動車 その他の 消去

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 計 又は 連結

事業 事業 関連事業 事業 全社

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

    売上高

    (1)外部顧客に

         対する売上高 26,958 23,903 3,677 52 54,592 - 54,592

    (2)セグメント間の

         内部売上高 97 37 357 191 683 (683) - 

         又は振替高

27,055 23,940 4,035 243 55,275 (683) 54,592

25,439 22,779 4,124 41 52,384 1,273 53,657

1,616 1,161 △89 202 2,891 (1,956) 934

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

　   損失及び資本的支出

33,685 14,104 4,939 49 52,779 1,316 54,096

891 115 250 - 1,257 146 1,404

475 - - - 475 - 475

460 30 148 - 640 249 889

（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

      ２　各事業の主な製品及び工事内容

　　　 　(1)建設・建材事業・・・・・・・・・・・・ 不燃建築材料の製造、販売および工事の設計、施工

押出成形品の製造、販売および工事の設計、施工

耐火二層管の製造、販売

鉄骨耐火被覆工事の設計、施工

　　　   (2)工業製品・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業・・・ 不燃紡織品、工業用摩擦材・シール材、保温保冷断熱材、

船舶用資材、防音材、伸縮継手他各種工業用材料・機器の製造、販売

保温、保冷、空調、断熱、防音、耐火工事の設計、施工

　　　   (3)自動車関連事業・・・・・・・・・・・・ 自動車用を主とした摩擦材・シール材の製造、販売

　　　   (4) その他の事業・・・・・・・・・・・・・・ 保険代理業、その他

      ３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,905百万円であり

　　　　　連結財務諸表提出会社本社の総務部門等の管理部門に係わる費用であります。

      ４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社関係資産の金額は1,814百万円であり、

　　　　　その主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金）、長期投資資金(投資有価証券)

           及び管理部門に係わる資産等であります。

      ５　減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とそれらの償却額が含まれております。

      ６　追加情報

　　　　　(有形固定資産の耐用年数の変更)

      　　法人税法の改正を契機とし、設備改造や更新など資産の利用状況を勘案した結果、当連結会計年度

　　　　　より機械装置の耐用年数を変更しております。

　　　　　この変更により、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は建設・建材事業で

　　　　　143百万円、工業製品・エンジニアリング事業で7百万円および自動車関連事業で42百万円増加し、

　　　　　営業利益が同額減少しております。

計

　　営業費用

　　営業利益又は営業損失(△)

　　資産

　　減価償却費

　　資本的支出

　　減損損失
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㈱エーアンドエーマテリアル (5391) 平成21年3月期決算短信

（２）所在地別セグメント情報

　前連結会計年度(自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日)

          全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める日本の割合が、いずれも

     　   90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

　当連結会計年度(自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日)

          全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める日本の割合が、いずれも

     　   90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

（３）海外売上高

　前連結会計年度(自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日)

          海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　当連結会計年度(自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日)

          海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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㈱エーアンドエーマテリアル (5391) 平成21年３月期決算短信

（１株当たり情報）

　１株当たり純資産額 　１株当たり純資産額

　１株当たり当期純利益 　１株当たり当期純損失

 (注)　算定上の基礎

        1　１株当たり純資産額

　連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)

　普通株式に係る純資産額(百万円)

　差額の主な内訳(百万円)

　　少数株主持分 2 -

　普通株式の発行済株式数(株)

　普通株式の自己株式数(株)

　１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)

        2　１株当たり当期純利益

　連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(百万円)

　普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(百万円)

　普通株式に帰属しない金額(百万円)

　普通株式の期中平均株式数(株)

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

(開示の省略)

　リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、

　企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

　開示を省略しております。

　が計上されているため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

　潜在株式が存在しないため、また、１株当たり当期純損失

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

　潜在株式が存在しないため記載しておりません。

77,682,979 77,664,297

  至　平成21年3月31日)

661 △ 851

661 △ 851

- -

(自　平成19年 4月1日 (自　平成20年 4月1日

  至　平成20年3月31日)

10,520 9,078

10,518 9,078

77,780,000

104,397 124,728

（平成21年3月31日）
項目

前連結会計年度 当連結会計年度

項目

77,675,603 77,655,272

  至　平成20年3月31日)   至　平成21年3月31日)

77,780,000

135.42円 116.91円

8.52円 10.96円

前連結会計年度末 当連結会計年度末

（平成20年3月31日）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成19年 4月1日 (自　平成20年 4月1日
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㈱エーアンドエーマテリアル (5391) 平成21年３月期決算短信

５.個別財務諸表

(１) 貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 1,354 908

　　受取手形 2,069 2,587

　　売掛金 4,913 4,589

　　完成工事未収入金 1,790 1,497

　　商品 1,551 -

　　製品 279 -

　　商品及び製品 - 1,515

　　原材料 13 -

　　貯蔵品 1 -

　　原材料及び貯蔵品 - 25

　　未成工事支出金 2,076 1,465

　　前渡金 0 0

　　前払費用 163 127

　　未収入金 1,931 2,109

　　その他 430 329

　　貸倒引当金 △ 222 △ 55

　　流動資産合計 16,353 15,101

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物 2,220 2,100

　　　　減価償却累計額 △ 1,728 △ 1,735

　　　　建物(純額) 492 365

　　　構築物 305 304

　　　　減価償却累計額 △ 265 △ 269

　　　　構築物(純額) 39 34

　　　機械及び装置 2,291 2,083

　　　　減価償却累計額 △ 1,990 △ 1,889

　　　　機械及び装置(純額) 300 193

　　　車両及び運搬具 92 43

　　　　減価償却累計額 △ 88 △ 41

　　　　車両及び運搬具(純額) 3 1

　　　工具器具備品 353 332

　　　　減価償却累計額 △ 303 △ 286

　　　　工具器具備品(純額) 49 45

　　　土地 6,067 5,613

　　　リース資産 - 12

　　　　減価償却累計額 - 0

　　　　リース資産(純額) - 12

　　　有形固定資産合計 6,953 6,266

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 394 566

　　　電話加入権 35 35

　　　その他 120 21

　　　無形固定資産合計 551 623

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 606 398

　　　関係会社株式 15,970 15,969

　　　出資金 15 15

　　　関係会社出資金 0 0

　　　従業員長期貸付金 51 47

　　　関係会社長期貸付金 1,211 1,392

　　　破産更生債権等 120 202

　　　長期前払費用 3 2

　　　その他 396 391

　　　貸倒引当金 △ 157 △ 216

　　　投資その他の資産合計 18,218 18,203

　　固定資産合計 25,723 25,092

　資産合計 42,076 40,194
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負債の部

　流動負債

　　支払手形 2,140 1,493

　　買掛金 3,865 3,828

　　短期借入金 5,850 7,831

　　一年内に期限の到来する長期借入金 4,652 2,665

　　未払金 70 114

　　未払費用 2,267 2,026

　　未払法人税等 563 107

　　繰延税金負債 78 2

　　未成工事受入金 1,715 950

　　預り金 87 46

　　賞与引当金 163 105

　　完成工事補償引当金 14 11

　　工事損失引当金 3 -

　　設備支払手形 12 2

　　その他 219 314

　　流動負債合計 21,704 19,499

　固定負債

　　長期借入金 5,881 7,460

　　関係会社長期借入金 591 328

　　リース債務 - 15

　　繰延税金負債 113 36

　　再評価に係る繰延税金負債 540 540

　　退職給付引当金 2,192 2,119

　　役員退職慰労引当金 102 97

　　関係会社事業損失引当金 96 145

　　耐火間仕切壁構造補修引当金 - 426

　　預り保証金 818 729

　　固定負債合計 10,336 11,899

　負債合計 32,040 31,399

純資産の部

　株主資本

　　資本金 3,889 3,889

　　利益剰余金

　　  利益準備金 19 38

　　　その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 5,579 4,297

　　　利益剰余金合計 5,599 4,336

　　自己株式 △ 12 △ 14

　　株主資本合計 9,475 8,211

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 174 55

　　繰延ヘッジ損益 △ 99 △ 307

　　土地再評価差額金 484 835

　　評価・換算差額等合計 559 583

　純資産合計 10,035 8,795

負債純資産合計 42,076 40,194
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(２) 損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

  至 平成20年３月31日)   至 平成21年３月31日)

売上高 43,414 38,588

売上原価 33,646 29,973

売上総利益 9,767 8,615

販売費及び一般管理費 8,284 7,745

営業利益 1,483 869

営業外収益

　受取利息 32 38

　受取配当金 14 17

　出向先退職金負担額 8 12

　その他 35 28

　営業外収益合計 91 98

営業外費用

　支払利息 486 431

　シンジケートローン組成費用 - 82

　その他 184 101

　営業外費用合計 670 614

経常利益 904 353

特別利益

　固定資産売却益 24 -

　出資金売却益 2 -

　貸倒引当金戻入額 47 103

　特別利益合計 75 103

特別損失

　固定資産除売却損 86 4

　減損損失 189 454

　関係会社株式評価損 7 44

　投資有価証券評価損 - 1

　会員権評価損 - 2

　関係会社事業損失引当金繰入額 17 49

　廃版たな卸資産評価損 68 -

　事業撤退損 - 170

　耐火間仕切壁構造補修引当金繰入額 - 426

　石綿健康障害補償金 58 182

　特別損失合計 426 1,335

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 552 △ 878

法人税、住民税及び事業税 275 △ 60

過年度法人税等 - △ 99

法人税等調整額 △ 10 -

法人税等合計 265 △ 160

当期純利益又は当期純損失(△) 287 △ 718
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(３) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

  至 平成20年３月31日)   至 平成21年３月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 3,889 3,889

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 - -

　　当期末残高 3,889 3,889

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 - 19

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 19 19

　　　　当期変動額合計 19 19

　　　当期末残高 19 38

　　その他利益剰余金

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 5,489 5,579

　　　　当期変動額

　　　　　剰余金の配当 △ 213 △ 213

　　　　　当期純利益又は当期純損失(△) 287 △ 718

　　　　　土地評価差額金の取崩 16 △ 350

　　　　　当期変動額合計 90 △ 1,282

　　　　当期末残高 5,579 4,297

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 5,489 5,599

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △ 194 △ 194

　　　　当期純利益又は当期純損失(△) 287 △ 718

　　　　土地評価差額金の取崩 16 △ 350

　　　　当期変動額合計 109 △ 1,262

　　　当期末残高 5,599 4,336

　自己株式

　　前期末残高 △ 9 △ 12

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △ 2 △ 2

　　　当期変動額合計 △ 2 △ 2

　　当期末残高 △ 12 △ 14

　株主資本合計

　　前期末残高 9,368 9,475

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △ 194 △ 194

　　　当期純利益又は当期純損失(△) 287 △ 718

　　　自己株式の取得 △ 2 △ 2

　　　土地評価差額金の取崩 16 △ 350

　　　当期変動額合計 106 △ 1,264

　　当期末残高 9,475 8,211
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評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 407 174

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 233 △ 118

　　　当期変動額合計 △ 233 △ 118

　　当期末残高 174 55

　繰延ヘッジ損益

　　前期末残高 83 △ 99

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 183 △ 207

　　　当期変動額合計 △ 183 △ 207

　　当期末残高 △ 99 △ 307

　土地再評価差額金

　　前期末残高 501 484

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 16 350

　　　当期変動額合計 △ 16 350

　　当期末残高 484 835

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 992 559

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 432 24

　　　当期変動額合計 △ 432 24

　　当期末残高 559 583

純資産合計

　前期末残高 10,361 10,035

　当期変動額

　　剰余金の配当 △ 194 △ 194

　　当期純利益又は当期純損失(△) 287 △ 718

　　自己株式の取得 △ 2 △ 2

　　土地評価差額金の取崩 16 △ 350

　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 432 24

　　当期変動額合計 △ 325 △ 1,240

　当期末残高 10,035 8,795
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継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。
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６．その他 
役員の異動  (平成 21 年 6 月 26 日付) 
 
（１）取締役の異動 
 １）新任取締役候補者 
       新         氏 名        現 
    取締役執行役員     児玉 誠一郎     執行役員 
    (経理、財務管掌)               (経理、財務管掌 経理部長委嘱) 
 
    取締役執行役員     高吉 芳幸      執行役員 
    (建材営業本部管掌              (建材営業本部管掌 
     建材営業本部長委嘱)              建材営業本部長委嘱) 
 
 ２）退任取締役 
 
    竹内 昭二      (現 取締役専務執行役員 (内部統制管掌)) 
 
    若林 榮一      (現 取締役常務執行役員 (経営企画、情報ｼｽﾃﾑ、営業推進管掌)) 
 
    早川 秀治            (現 取締役) 
 
    西村 満       (現 取締役) 
 
  なお、竹内昭二は取締役退任後 専務執行役員(内部統制管掌)、若林榮一は常務執行役員 

(営業推進管掌)となります。 
 
 ３）管掌の変更 
       新         氏 名         現 

取締役常務執行役員   久野 健二      取締役常務執行役員 
    (生産、研究開発、              (生産、研究開発管掌) 
     経営企画、情報ｼｽﾃﾑ管掌) 
 
  (以上の異動につきましては、平成 21 年 3 月 9 日に開示済みであります。) 
 
（２）監査役の異動 
１）新任監査役候補者 

       新         氏 名         現 
    監査役(非常勤)      巻野 徹     太平洋セメント㈱ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業管理部 
                           建材事業ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ                

 
        監査役(非常勤)      宮崎  進     太平洋セメント㈱経理部経理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
                           
２）退任監査役 

 
    山下 豊  (太平洋セメント㈱関西支店長) 
 
    高橋 民樹 (太平洋セメント㈱海外ｶﾝﾊﾟﾆｰ管理部建材事業推進ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 

兼ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業管理部建材事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 
 

以 上 
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